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■ 論文要旨 ■ 

２０１１年３月に発生した東日本大震災は我々に、『事業継続性をいかに確保するか』

という大きな課題を突きつけた。 

京都を本社に構える当社も例外ではなく、２０１２年夏には原発稼動問題に伴う 

計画停電が実施直前まで検討される事態となった。 

 

本論文では、システム投資に制約があり、製造・営業・本社機能が一箇所に集中する 

中小企業における、システム継続の取り組みについて述べていきたいと思う。 

特に計画停電への対応については、自社社員のみでの作業完遂を目指しながら、 

社員のインフラ知識の向上や障害対応力の向上を図る取り組みを行ったので、 

あわせて説明していきたいと思う。 
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１．はじめに 

２０１１年３月に発生した東日本大震災は、多くの企業に災害からの事業継続性を検討

させることとなったが、これはすなわち、限られた予算の中でどこまでのリスクを対応す

るかという取捨選択に迫られる連続だったのではないだろうか。いつ起こるかもわからな

いリスクにどこまでのお金をかけるのか、当社も例外なく頭を悩ませる事態であった。 

  

 本論文では本社に会社機能が集中する当社がとった選択を振り返りながら、中小企業の

ＢＣＰへの対応例としてその取り組みを述べていきたい。関西電力㈱管内で計画停電が近

づく中、無停電稼動を断念した経緯や、代替案として安全なシステム停止・再起動を選択

した流れ、そのなかで当社社員で処理を完結できる体制作りを整える取り組みについて当

時を振り返る。これまでサーバーに触れたことのなかった当社部員がどのようにして準備

し、運用に向けて対応し、知識を高めていったのか、その経緯を振り返ることで、当社以

外で同様な悩みを抱える方々の検討の一助になれば幸いである。 

 

 

２．当社の組織・インフラ面での特徴とＢＣＰへの取り組み 

当社の取り組みを説明するにあたって、最初に当社のコンピュータインフラの概要と 

その特徴を挙げていきたい。 

当社は本社（京都）に多くの会社機能が集中しているところに特色がある。つまり、 

・当社の販売商品である種子の入荷、製品化、発送部門 

・種子の品質管理部門 

・東海地方から中国、四国地方までの２府２１県をカバーする営業部門 

・通信販売部門 

  ・総務・経理・システム部門を始めとした本社機能 

  ・ほぼ全てのコンピュータシステム 

 

これらが本社に集中している。つまりＢＣＰを検討するうえでは、システム面だけでな 

く業務面からの考慮を含めて事業継続性を検討しなくてはならなかった。 

また、当社は２０１０年に社員のパソコンをデスクトップシンクライアントに変更したた

め、本社が機能不全になると、本社以外の拠点のパソコンも利用不能になるところが当社

の大きな懸念となっていた。 

 

 これらを受けて当社では２００３年から耐震性の向上を中心に事業継続を図る取り組み

を行ってきた。ただし、この時点の事業継続のターゲットはパンデミック～火災～地震と

多岐に渡るものを考えていたため、全社を見渡した最適化というよりは、各拠点でできる

ことを各々の判断で行うという形式だった。主だった取り組みを以下に列挙する。 

  ・本社建屋および商品管理棟の耐震工事（２００４年～２００８年） 

  ・本社サーバールームの耐震工事（２００９年） 

  ・ＵＰＳの増強および自動シャットダウン機能の実装による、安全な電源停止に 

   向けた対応 

  ・サーバーデータを磁気テープに退避しアーカイブ業者への遠隔地バックアップ 
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（図１ 本社建屋の構成と耐震化のあゆみ） 

 

それらの過程の中で当然のように電力逼迫時の対応が議論され、無停電装置の設置が検討

されたが、導入は実施されなかった。次項ではそれらの検討過程と、東日本大震災以後の

取り組みについて述べていきたい。 

 

 

３．無停電稼動の検討、そして断念への経緯 

無停電稼動の検討は、２００８年の本社耐震工事の際に一度検討され、また２０１１年

の東日本大震災を受けて、再度導入を思い描くに至った。 

導入すべき自家発電機としては、サーバールームの電源を２日間まかなえる規模とし、 

機器の選定および設置場所や工事日程の検討まで行った。しかし最終的に導入は断念する

こととなった。以下にこれらに至る経緯を述べていきたい。 

 

① 設置場所の課題 

見積もりの結果、本社サーバールームをまかなうためには２００ＫＶＡ規模以上の発電

機が必要であることがわかった。この発電機は、 

・縦：１２０ＣＭ  

・横：３８０ＣＭ  

・高さ：２２０ＣＭ 

のサイズがあり、２日分の燃料タンク（１９５０Ｌ）を含めて、その設置場所をどこにす

るかが大きな課題となった。屋上や駐車場への設置が当初検討されたが、騒音・振動など

近隣住民への懸念も含めると、建屋内の設置に選択肢が絞られた。 

 

 

 

本館 

2008年耐震工事完了 

商品管理棟 

2008年耐震工事完了 

品質管理棟 

2003年上棟 

本館内サーバールーム 

2009年耐震工事完了 
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② 価格面での課題 

建屋内に発電機を置くということで、屋外に設置するよりも多くの投資が必要になった。

防火扉や不燃間仕切りといった安全対策、燃料の入替機構の設置や配管の耐震化、床荷重

補強工事など、最終的な見積もり額は数千万円を超えた。当時は計画停電のような継続的

な電力逼迫ではなく災害による一過性の停電を想定していたこともあり、この投資がリス

クに見合ったものなのか大いに頭を悩ませる事態となった。 

 

③ 本社に機能が集中する当社の課題、 

【はじめに】で述べたとおり、当社は営業・製造・スタッフ機能が本社に集中している 

事がもう１つの課題であった。今回の発電機はコンピュータの稼動のみを算定対象として

おり、製造部門の機械や、空調・照明といった部分は対象から外れている。 

交通インフラなどの公共システムの機能不全なども懸念される中、コンピュータシステム

のみが動いていることが事業継続性にどこまで寄与するか、という部分が最終的に導入を

断念させる主因となった。 

 

本社建屋の耐震工事のように、人命に直接関わる事項には投資を進めてきた経営陣も、 

サーバールームのみを稼動するための発電機導入は、効果に対してあまりにも投資額が大

きいとの判断により、最終的には導入が見送られた。 

 

これらを受けて、当社は災害発生における電力逼迫時には、サーバーの停止・起動を安全

に行い、データやシステムを保全することを目標に取り組みを進めることで決定した。 

 

 

４．『サーバーの安全な停止・再起動』への取り組みについて 

 ２０１２年に入ると原子力発電所が続々と稼動を停止し、関西電力㈱管内では早くから

夏の計画停電の可能性がとりざたされていたが、２０１２年６月２２日ついに関西電力㈱

から『万が一の備えとしての計画停電の準備について』として計画停電の具体的実施内容

がアナウンスされるまでに至った。当社はこれまでに述べた経緯もあったので、計画停電

に対しては『サーバー類の安全な停止と再起動』を念頭にその取り組みを進めることにな

った。 

 

サーバーを停止する作業は電気設備の法定点検時にも行っており、作業を㈱富士通エフサ

スに依頼していた。そのため、㈱富士通エフサスにはある程度のサーバー停止・起動のノ

ウハウが蓄積されていた。しかし、今回のケースは 

・断続的かつ複数回予定される計画停電に対して、㈱富士通エフサスの人員を確実に 

手配できる保証がなかった 

・短時間で処理を完了するためには、人員面から情報システム部員が関わったほうが 

処理の短縮化に繋がる 

・今回の対応を情報システム部員の情報システムのインフラ知識の向上の場として 

積極的に活用したい 
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これらの考えから、当社情報システム部員が作業計画の立案および実施を主導的に取り組

んでいくことになった。 

特に、当社はホストコンピューターで大部分の業務システムを構築しており、サーバー

ラックに触れたことのない社員も少なくなかった。そこで、部員全員がサーバーの構成や

操作方法を学ぶ場としてこの機会を積極的に利用することとなった。 

 

関西電力㈱からは２時間前に計画停電の有無を報告するということで、『計画停電前２時

間で停止完了、復電後２時間で起動完了』を目指して手順を進めていくことにした。 

 

早速、サーバーの安全な停止と起動に向けての検討事項を洗い出していき、以下の項目を

実施に向けての課題として抽出した。 

・輪番体制に応じた停電対応の範囲の策定 

・現在のサーバー構成の把握 

・サーバーの依存関係の把握と停電順序・起動順序の策定 

・情報システム部内の体制作り 

・サーバー停止・起動マニュアルの作成 

・本社内外の社員に対する通知、協力の依頼 

・データ連携を行う他社との調整 

・サーバー停止、稼動訓練の実施 

 

以下に計画停電に向けての対応事項とその内容を述べていく。 

 

① 輪番体制に応じた停電対応の範囲の策定 

関西電力㈱が提示した輪番停電スケジュールでは、管内を６グループに分け、その中で第

１候補～第８候補までに停電順番が割り振られていた。東京電力㈱管内で行われた計画停

電とは異なり、全ての地域がその対象となっていた所に大きな特徴がある。 

当社では関西電力㈱スケジュールを基に、以下の様にサーバー停止を行う対象の策定作業

を行った。 

  ・第１時間帯および第６時間帯は電力が逼迫する可能性が低いと考えられる。 

  ・第１候補～第４候補までを計画停電の対象とすることで約８％の電力需要が削減さ 

れる。需給の逼迫状況を鑑みると第５候補以降が計画停電の対象となる可能性は低

い。 

これらの前提に従い、計画停電になる可能性の高い時間帯の割り出しを行った。 
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（表１ 関西電力㈱計画停電スケジュールと当社の割当て【2012年 7月】） 

 

② 現在のサーバー構成の把握 

計画停電対応として続いて行ったのが、ターゲットとなるサーバー構成の把握である。 

調査の結果洗い出した数値は以下の通り。 

・物理サーバー            １００台 

・仮想化されたサーバー         ５０台 

・デスクトップシンクライアント端末 １３００台 

 

並行して、サーバーラックの構成図の作成や各種サーバーのマニュアルを入手し、サーバ

ー停止・起動に向けての資料収集を行っていった。 
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（図２ 当社サーバールームの構成図） 

 

 

③ サーバーの依存関係の把握と停電順序・起動順序の策定 

サーバーの停電順序に関しては、以下のルールで順番を策定していった。 

・ＡＤサーバーなど停止作業時の認証に用いるサーバーを最後まで残す 

・メールサーバーなど社外に関わりのあるサーバーは最後まで残す 

・ホストコンピュータとの連携のあるサーバーはホスト停止後に停止する 

・各部署に設置しているルーター（Cisco Catalyst 約２０台）も停止対象とする 

 

 また、これらの中で依存関係のないサーバー群については並列で作業を行うことで 

処理の短縮化を図った。作業の結果作成された処理順序は図３、図４を参照のこと。 
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（図３ サーバー停止手順全体像） 

 

 

（図４ サーバー起動手順全体像） 
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④ 情報システム部内の体制作り 

サーバー停止に当たって、処理を並行して進められるポイントがわかったのでそれに 

合わせて情報システム部員の担当割りを行った。 

今回の体制は以下の通り 

・総合統括 １名（情報システム部長） 

・作業統括 １名 

・サーバー停止部隊 ２名 × ３組 

作業統括を設けることで、並行して行っているサーバー停止作業で部隊間の足並みをそろ

える立場、処理の遅れが発生していないかをモニタリングする機能を設けた。 

 

 

⑤ サーバー停止・起動マニュアルの作成 

計画停電対応の中で一番時間がかかり、加筆訂正を重ねた事項である。 

各サーバーやバックアップ装置、ネットワーク装置やＵＰＳ装置に至るまで、全ての機器

についてのマニュアルを当社部員で作成した。作成にあたっては以下の点を心がけて 

作成した。 

 

心がけた点 具体的取り組み 

マニュアルは部員全員で分担して 

作成する。 

普段操作しない機器を 

優先的に担当することにする。 

作成されたマニュアルは部員全員の 

レビューを受けて完成とする。 

全員が一度はマニュアルに 

目を通す機会を作る。 

サーバーラックの呼び方など、予め 

文言を統一させる。 

サーバーラックや機器の 

命名規約を設ける。 

操作画面のハードコピーを多用しマニュア

ルから操作をイメージできるよう努める。 
  

サーバー停止の前提条件など作業の 

前後関係がある場合はマニュアルに 

記載する。 

Ａのサーバーが停止していることを前提

にＢサーバーの作業を行うといった記述

をマニュアルに設ける。 

作業を並行して実施できる場合は 

どのタイミングでどのサーバーを並行して 

作業できるのかを明示する。 

  

（表２ マニュアル作成時の留意点と具体的取り組み） 

 

 

最終的に作成したマニュアルは全５５編、合計３００ページ超にわたるものとなり、これ

が部員間の知識の蓄積の結果としても大きな成果となった。 
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（図５ 作成したマニュアル【抜粋】） 

 

 

ここで、マニュアル作成に当たって特に工夫したところを何点か振り返りたい。 

・ＵＰＳのサーバーシャットダウン機能の活用 

サーバー停止に当たっては、処理の短縮を図るためにＵＰＳが備えているシャットダ

ウン機能を極力使用することにした。ただし、以下のサーバーについてはサーバー 

停止時のログイン認証に用いるために、ＵＰＳ機能から切り離す作業を追加した。 

   ・ＡＤサーバー   

・認証サーバー   

・上記２サーバーのバックアップサーバー 

・デスクトップシンクライアントのシャットダウン 

  当社はクライアントパソコンとしてデスクトップシンクライアント環境を提供して 

おり、クライアント側からはシャットダウンができない仕様としている。 

（ログオン・ログオフのみを許し、仮想端末は常に稼動している状態を保っている） 
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これによって、ログイン時の起動時間の短縮やクライアントの誤操作の回避を図って

いるが、計画停電対応時には１３００台全台を管理ツールからシャットダウンする必

要があった。しかも、一度にシャットダウンできる端末数に限界があり、１回あたり

２０～３０台をこまめにシャットダウン指示し続ける必要があった。最適な処理台数

を見つけるため、何台までの指示が作業時間の軽減に繋がるかを検証しながらマニュ

アルに反映していった。 

 

・ホストコンピュータの停止手順について 

  当社は基幹システムをホストコンピューターにて実装している。今回の計画停電は 

輪番制を取っているので、ある時は昼に停止・ある時は夕方に停止するなど一日の 

スケジュールがどこまで進んでいるかに応じて停止手順を考慮する必要がある。 

今回の対応では、各タイミングに応じて５種類のジョブスケジュール（ＳＣＦ）を 

作成し対応を行った。当社は１３時と１６時に主要バッチ処理を行っているため 

これが計画停電の前後どちらに来るかを考えながらパターンを分けて制御を行った。 

 

⑥ 本社内外の社員に対する周知と協力の依頼 

 計画停電が実施されると、『サーバー停止時間＋計画停電時間＋サーバー起動時間』で 

ほぼ一日パソコンが利用できない状況となってしまう。特に本社外の営業・研究拠点につ

いては、自分たちに直接関係ない関西電力㈱の計画停電によってパソコンが使用できない

事態となってしまう。 

 

 これに対応し各関係者への情報提供を行うと共に、できるだけ多くの会議体にて今回の

経緯の説明を行い、サーバー停止への理解と協力を依頼した。特に計画停電が昼に実施さ

れた場合、エアコンの無い暗い部屋での仕事は想定外のトラブルを抱える可能性もあり、

その場合は休業も選択肢に加えてもらうよう、重ねて協力を依頼した。 

 

⑦ データ連携を行っている取引先への対応 

 計画停電のタイミングによっては、通常スケジューリングしている時間に取引先とのデ

ータ連携が行えない恐れがあった。今回取りまとめた結果、データ連携を行っている取引

先が数十社あり、これらを処理時間・頻度に合わせて一覧化すると共に下記の旨連絡を行

った。 

  ・計画停電になった際は、データ連携を遅らせて（早めて）処理すること 

  ・相手先が計画停電にどのように取り組んでいるか（無停電対応ができているか） 

   ⇒当社のシステムが動いていても、取引先が計画停電の対象となっている場合が 

あるため。 

これらを取りまとめた上で実際のサーバー停止・起動のテストに備えていった。 
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５．計画停電対応テストの実施と結果 

２０１２年の夏は計画停電は実施されることなく無事終了した。しかし今後の実施の可

能性を鑑みて、これまでに作成した作業手順に従った運用テストを積み重ねていくことで

有事への対応を継続的に進めていくことになった。 

 

折りしもサーバールームの置かれている本社建屋で電気設備の法定点検が予定されていた

ので、これに合わせてサーバー停止・起動のテストを行うことにした。 

 

スケジュールは、土曜日午前中に行われる法定点検にあわせる形で 

・金曜日の業務終了後からサーバー停止作業を実施 

・法定点検終了後にサーバー起動作業を実施 

という流れで実施した。 

 

その結果だが、サーバー停止および起動について、各々２時間の目標時間に対して 

・停止に４時間 

・起動に２時間半  

と大幅に想定を上回る事態となった。以下に遅れの原因を述べていきたい。 

分類 内容 対応 

マニュアル不備 マニュアルに記載された内容 

（例えば、機器のスイッチを切る）が

具体的にどのラックのどのボタンを 

切るのか記載されていなかった。 

マニュアルに具体的な手順

を追加すると共に、サーバ

ーラックおよび機器の写真

を添付した 

同上 マニュアル作成時は、電源を落とす 

直前までしかテストができないため、 

実際の停止後の振る舞いや、安全な 

停止が行われたか確認する作業を 

マニュアルに反映しきれなかった。 

訓練時に手順を確認したう

えでマニュアルにその内容

を反映した。 

 

サーバー構成の 

変更 

マニュアル作成時の機器構成から 

サーバーが追加されたり配置が変更さ

れているものがあった。 

全体の機器構成を定期的に

把握すると共に、サーバー

納入時にはマニュアルを作

成するように運用を変更し

た。 

デスクトップシン

クライアント 

停止時のエラー 

対応 

１３００台あるデスクトップシンクラ

イアントを停止する際、作業単位（約

３０台）の中で正常終了できない端末

が２～３台あり、都度対応を行ってい

た。 

正常終了できなかった端末

は最後にまとめて対応する 

こととし、１作業単位の 

処理にかかる時間の短縮化

を図った。 

進捗報告体制が 

効率的に働かなか

った 

 

今回の作業は３部隊に部員を分けて並

行作業を行った。遅れが出た部隊に

は、別部隊から応援を要請する形式を

想定していたが、これが機能的に働か

なかった。 

 

進捗報告のタイミングを 

細分化することで、遅れの

発生を早く把握できるよう

にした上で、マニュアルに

報告タイミングを明記する

ことで報告漏れを回避する 
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サーバー特性に起

因する遅れ 

 

サーバーによってリモート接続できる

端末をＩＰアドレスで制限しているも

のがあり、これを考慮に入れず別の端

末から接続しようとした。 

サーバー作業用の専用端末

を設置しネットワーク設定

の見直しを実施した。 

死活監視バッチ 

の不備 

サーバー停止をＰＩＮＧで確認するバ

ッチが作業端末で動作しなかった（バ

ッチファイルを配置する場所で動作し

たり動作しなかったりした） 

バッチファイルの記述を 

修正すると共に、実際の 

作業端末での動作検証を 

必須とした。 

並行作業時の 

考慮漏れ 

ＵＰＳ機器のエージェントに複数端末

からアクセスしてサーバー停止作業を

行おうとしたが、ＵＰＳ機器が１セッ

ションしか接続できない機器だった。 

ＵＰＳエージェントでの作

業は１端末で行う前提で作

業スケジュールを見直し

た。並行作業を行う処理は

事前にその可否を検証する

ようにする。 

（表３ サーバー停止時に発覚した課題） 

 

分類 内容 対応 

他部署との連携の 

遅れ 

法定点検完了の連絡を受ける 

手順が漏れていたため、作業開始 

が遅れてしまった。 

総務部機械室との 

復電時の報告体制を整える 

作業用端末の考慮

漏れ 

サーバー起動処理をリモートデスクト

ップ端末から行う前提だったが、実際

にはサーバー起動の作業時にはリモー

トデスクトップのサーバーが起動して

いなかった結果、各部隊が作業に使う 

端末が不足してしまった。 

サーバー停止・起動用の 

専用端末を設けると共に 

各部隊が専用で使えるよう

に端末の台数も増加させ

た。 

日をまたいでの 

サーバー起動 

による考慮もれ 

今回の作業は金曜日夜に停止し 

土曜日午後に起動するスケジュールだ

ったため、土曜日早朝に行われる処理

がスキップされてしまった。 

サーバーの停止時間を 

鑑みた上で、起動後の 

追いつき処理が必要な 

サーバーについて、マニュ

アルに手順を追加した。 

（表４ サーバー起動時に発覚した課題） 

 

作業に必要な事項がマニュアルに記載されていなかった点や、作業者が操作に慣れていな

かった点、また作業を行いながらマニュアル作成用の画面コピーをとっていたりと多くの

点が重なり、想定外の時間がかかる結果となってしまった。 

また、今回はマニュアル作成者と作業者を分けることでマニュアルが作業手順を満たした

ものかを確認することも狙っていた。このため処理が全体的に遅れてしまうことは不可避

だった。マニュアルの記述が作業者にわかりづらい部分などがあったのも事実である。 

しかし、実際の計画停電時にこれだけの時間がかかってしまうと当初志向した安定したサ

ーバー停止・起動に支障をきたすことは必至である。早速振り返りの会議を設けると共に

マニュアルの改訂やサーバー停止手順の見直し、連絡・報告体制の見直しを実施した。 
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《変更前》 

 

 

 

 

《変更後》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図６ マニュアルの改善例） 

 

 

このような流れで訓練を行ったが、運用を確実なものとするためには、定期的に訓練を 

継続していくことが必要である。 

常に変化していくサーバー構成の変化に応じてマニュアルを最新化しておくこと、そして

情報システム部員の入れ替わりに応じて、新入部員でも適切に作業できるための知識の蓄

積・伝達を重ねていくことで、いつかの有事に備えて実践感覚を鈍らせないように取り組

みを続けることが必要である。 

 

 

６．おわりに 

事業継続性の確保という意識は、東日本大震災を契機に大きく関心が高まった。 

しかしこれまでの対応はどちらかというと『災害発生後の数日間』をいかに乗り越えるか、

に焦点が置かれがちだったと思われる。それと比べると、今回の慢性的な電力不足という

事態は、長期間かつ全社的な対応を検討しなければいけないという点で、これまでとは異

なった対応を迫られる事態となった。 

 

これまではサーバーを停止するという方針で対応していた当社も、今回の訓練にて想定

どおりに作業が進まない現実を目の当たりにして、多階層・多機能・大人数の関わる大規
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模なＢＣＰは相当な覚悟がないと、まさに絵に描いた餅になることを実感した。 

実際、当社でもこれまでの経験を受けて、以下のような施策を検討している。 

 ・メールシステムなどのクラウド環境化 

 ・ガスコージェネレーションによる発電機の導入 

 ・サーバーデータのクラウド環境への退避 

しかし、当社の事業規模では全社規模での理想的ＢＣＰを構築することは不可能であり、

最低限の事業継続に限定した上で、確実に遂行する運用と訓練主体のＢＣＰを推進するこ

とが現実解であり、今後もこの方針で進めていくことを考えている。投資の選択と集中を

重ねると共に、訓練と運用体制を構築していくことで当社にマッチした事業継続の形を模

索し続けていきたい。 

 

このように、全体を通じて多くの困難を抱えながらの取り組みではあったが、一方で得

られたものも多い、とても意義のある経験だったとも感じている。普段インフラ運用に携

わることのなかった社員も今回を機にその構成やサーバー間の連携、関わりというものを

理解できたのは大きな成果だった。 

さらなる運用体制の構築のためには、今後もこれらの取り組みを継続的に行うことが重要

である。本年度は２回の計画停電テストを予定し、来年以降はサーバーのデータ消失を想

定したリカバリーテストを実施する予定である。定期的な訓練を重ねていく中でさらに１

歩踏み込んで有事の際に適切な対応をスピーディーに行えるよう改善を積み重ねていきた

いと思う。 

 

これらの取り組みは当社部員全員が当事者意識を持って有事に備えていくことがこれか

らも大切なことであり、この意識を共有することができたのが今回の経緯を振り返っての

一番の収穫だったと感じている。これからも部員一丸で研鑽を重ねていくことで、情報シ

ステム部が当社の企業活動に対して継続的に貢献できるように努めていきたい。 

 


